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八ヶ岳でできる

原 村 観 光 連 盟



八ヶ岳で未知の世界を

体験しよう！

で体験しよう ! 3 Step

気になる体験に申し込もう
体験プログラムによって受付時期や参加人
数が異なります。 受付条件をご確認いただ
き、 必要な場合は事前にご予約ください。

1 楽しく体験しよう
思い切り体験プログラムを満喫しましょう。 道
具の扱い方や取り組む際の注意点など、指導
員の指示に従って安全に楽しんでくださいね。

2 写真や動画を撮ってシェアしよう
「やってみた！」を写真や動画に撮って友達と体験の感動
を分かち合いましょう。SNSに投稿する際はハッシュタグ

「#八ヶ岳の体験2022」をつけてくれるとうれしいです！

3 感染症等の対策として、人数制限など
開催条件の変更を行い、検温などをお願
いする場合があります。各施設のお願い
に従ってご利用ください。

Attention

テレビ、ラジオ、本、雑誌、インターネット。…

知らないことはなんでもすぐに探し出せる今の時代。…

それでもここ八ヶ岳には未知の世界が山のようにあります。

それは自分の体を使って「体験」した人にしか見えない世界。…

今まで知っているつもりでいたことも、…

やってみるとまったく違う別世界が…

あなたの目の前に開けるはずです。

一人でも、家族でも、団体でも。…

さぁ、八ヶ岳から未知の世界の旅へ出かけましょう！
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このパンフレットに掲載されている情報は2022年1月現在のものです。内容や価格などは変更される場合がありますのでご了承ください。



雨の日

お花の香りに癒される

好きなお花を飾り、香りをつけたワックス素材
のサシェを作ります。自然を感じられる癒し効
果のある作品が簡単に出来ますよ。インテリア
やプレゼントにもピッタリです。

ナチュラルな雰囲気の壁飾り

古布を使った個性的な織物

昔から織りつがれている、布を裂いて織る織
物をお手軽に体験できます。織物がはじめて
という人でも大丈夫です。

裂織（さきおり）体験03

アロマワックスサシェを
作ってみよう04

信州のお花も加えながら壁に掛けられる花束・ス
ワッグを作成します。リースより手間がかからず、気
軽に束ねることで簡単おしゃれなインテリアになり
ます。人気のドライフラワーをお部屋に飾りません
か？プレゼントにもピッタリです。

01 ドライフラワーでスワッグ作り

…通年（要予約）／水曜休
（夜・土日は予約制）
…1～1.5時間…
…小学校低学年～…
…6人…

…3500円……
…10:00~17:00…3日前まで

…原村11369-1…
…D-2

アルル

雨の日 車いす 通年

…0266-79-7587　 …info@arlesflower.com

自然素材で創るオリジナルリース

リース・アレンジメント他05

豊かな八ヶ岳の、さまざまな季節ごと、自然の恵み
である木の実や枝、草花を素材にしてあなただけ
の想いや感動を作品にしてみましょう。

…通年（要予約）／
　…年末年始・臨時休業あり…
…約2時間　

　…お茶の時間含む…
…4歳～（保護者同伴）
…2～5人程度

…2000～3000円
　…（材料による）

…10:00~17:00
　　前日まで
…原村17217-323…
…F-2

アトリエ風花

雨の日 通年

…0266-70-2208

きみも未来のアーティスト！

美術館で描こう08

八ヶ岳美術館の作品を鑑賞し、館内の縄文土器や
彫刻をスケッチ。本物にじっくり向き合う機会は大
切！きみも未来のアーティストに。親子やお友達ど
うしでもお楽しみいただけます。

…通年（要予約）／
　年末年始・臨時休業あり…
…約1時間…
…不問
…1～8人…
…100円（入館料別途）

…9:00~17:00…
　　前月20日まで（要相談）
…原村17217-1611
…H-2

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

通年 雨の日 Wifi

…0266-74-2701…
…info@yatsubi.com…

木で作る使える日用品

木工体験06

カナディアンファームでは椅子やテーブルを始め、
住居・トイレ・風呂・サウナなど、すべてが手作りで
す。敷地内を散歩するだけでも創作のアイディアが
湧いてきますよ。（コロナの状況等で人数制限をす
る場合があります)。

…通年（要予約）／
　…3月中旬～11月末…無休
　…12～3月中旬…火・水曜休
…4時間～…
…10歳～
…10人～…

…2730円～（税別）
…9:00~17:00

　　1週間前まで
…原村1077-7…
…G-1

カナディアンファーム

通年 ENG FRA Wifi

…0266-74-2741…
…canadian.farm.haseyan@gmail.com…

心温まる自然の風景

山野草などの切り絵制作をします。用意した図版を
切って切り絵作品に仕上げていきます。八ヶ岳の小
さな自然を切り取った作品は思い出に残るお土産
になりますよ。

切り絵体験09

…通年（要予約）／不定休…
…1時間…
…小学生～
…6人まで…
…A4サイズ…1500円

　（材料費込）

…1週間前まで
…原村17217-592…
…F-2

れんげ草

通年 雨の日

…0266-75-3857

森に響くやわらかな音色
あなただけの
木のオカリナを作ろう07

木製オカリナ・樹音（じゅね）をキットから制作。角
や面を手触りが良くなるようサンドペーパーで削
り、オイルを塗り、世界に一つだけの樹音を完成さ
せていきます。できあがったらすぐ音も出せます。運
指表・楽譜つき。

…通年（要予約）／不定休…
…1時間…
…４歳～
…5人～…
…5500円

…1週間前まで
…原村17217-315…
…G-2

合同会社 Hocco

通年 雨の日 ENG

…0266-75-3533…
…info@hocco-llc.com

伝統織物と人気の苔玉作りを体験

郷土館は古民家を移築し、癒しの空間を楽しんでも
らう施設です。敷地には”まてのくら”や、わら打ち小
屋、養蚕の道具を展示した民俗資料展示室があり見
学できます。そんな古民家の中で、原村に伝わる織物
「裂き織り」と、小さな盆栽「苔玉」作りを楽しみます。

裂き織り体験・苔玉作り10

…7月中旬～9月下旬／7・8月:
月曜休（祝日の場合は翌日）、

　…9月:土日祝日のみ開館
…裂き織り60分／苔玉20分…
…小学生～
…裂き織り3人／苔玉5人

…

…裂き織り10cmにつき130円…
　　・苔玉…500円

…8：30～17：15
　　5日前まで
…原村郷土館
…G-2

原村教育委員会 生涯学習課 文化財係

雨の日

…0266-79-7930

…4～11月／火・水曜休…
…コースター20分・…
ランチョンマット40分…
…小学生～…
…同時に2人…
…コースター…300円／
マット750～1500円…

…10:00~15:00…当日も可
…織音舎ショップ・…
原村17217-1730…
（樅の木荘南）…
…G-2

織音舎

…0266-75-3255／090-9667-7779　
…orionsha@silk.plala.or.jp

…通年（要予約）／…
水曜休

　…（夜・土日は予約制）
…1～1.5時間
…小学校低学年～
…6人……

…2個セット…2500円…
…10:00~17:00…

　　3日前まで
…原村11369-1
…D-2

アルル

通年 雨の日 車いす

…0266-79-7587　 …info@arlesflower.com

枝の形を生かして工夫しよう

白樺などの自然木や枝などを利用してトナカイ・怪
獣・家・イス・テーブルなどの工作物を作成。のこぎ
り・ドリル・ペンチ・ボンドなどの道具を使います。

自然木工作02

…通年（要予約）／不定休…
…2時間…
…未就学児は保護者同伴・
小学生…
…4人…

…1000円
…随時

…原村16267-489
…G-2…

ココットビレッジ

通年 ENG 雨の日 Wifi

…0266-75-3709　 …cocomail@kmd.biglobe.ne.jp

当日
OK
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原村で育った色鮮やかなドライフラワー・プリザー
ブドフラワーを使ってリースやカゴ盛りアレンジ等、
お好きな作品を作ります。かわいらしくラッピングし
てお持ち帰りください。お店のテラスで行います。

15

…通年（要予約）
…2.5時間…
…中学生以上
…3人まで…

…4180円
　…※材料費込み

…5日前まで
…原村17217－759…
…F-1

通年 雨の日 Wifi

…090-9960-4869…
…in-ei-rai-san＠nifty.com…

宝物になるグラスを作ろう

たったひとつのオリジナルグラスを作ろう！…形・色・
模様の組み合わせ自由。できるだけ多くの工程を
体験していただくプランです。少し歪んでいても、自
分で作ったグラスは愛らしいですよね。楽しい思い
出とともに大切な一品となりますように。

吹きガラス体験18

…通年（要予約）／不定休
（8月無休）…
…45分（9時～・10時半～・
13時半～・15時～…・16時
半～）…
…6歳～… …1人～（応相談）…

…5280円
…9:00～17:00…

　　前日17時まで
…富士見町落合蔦木河原
2028-1…
…H-7

スクラッチアンドノイズ ガラス工房

通年 雨の日

…070-3606-2028…

キットを使った簡単体験

生活に潤いを与える色鮮やかなステンドグラスの
小品のキットを用意します。体験者はテープ貼り・
はんだ付けをして出来上がりです。

ステンドグラス製作16

…夏季／不定休・冬季休業…
…1.5時間～2時間…
…10歳～
…4人…
…2000～5000円
…当日可能な場合あり

…原村三井の森
　…すずらん平8-11-26…

…H-2

STUDIO Y 八ヶ岳

ペット 雨の日 ENG

…080-5505-3734

電動ろくろで本格体験

８台常設している電動ろくろで本格的な陶芸体験
を楽しめます。熟練の地元陶芸家が楽しく親切に
指導。お子さんも大人も体験できます。思い思いの
形に仕上げたい方は手びねり体験もおすすめ。焼
き上がりは３ヶ月後になります。

陶芸19

当日
OK

…通年／不定休…
…約1時間（焼き上がりは3ヶ
月後で、郵送となります）…
…不問
…最大24人…

…3300円（送料別）
…10:00～17:00　

　　当日は15:00まで
…北杜市小淵沢町2968-1…
…J-6

スパティオ体験工房

ペット 雨の日

Wifi 車いす

通年

多目的トイレ

…0551-36-6121…
…spa36-taiken6121@mkobuchisawa.jp…

高原で楽しくお絵書き♪

パステルを削って、指で色を塗っていくと、いつの間
にか素敵なアートができあがリます♪…初めての方、
絵を描くことが苦手という方でも大丈夫です！でき
あがったアートをお家に飾って眺めると、癒され、
元気をもらえると、みなさんに喜ばれています♪

パステル和（なごみ）
アートレッスン17

…通年（要予約）／不定休…
…2時間…
…4歳位～ご高齢まで
…6人
…10:00～18:00…
…（当日可能な場合あり）

…

…大人3000円・小学生まで
2500円……※大人と一緒に

……………参加のお子さま1人1000円
で参加可能（2人まで）
…原村17217−3364…
…F-2

八ヶ岳のパステルアート教室 ハートのつばさ

ペット 雨の日 ENG

…080-3526-3339…
…kaorinhappy4@yahoo.co.jp…

森の素材で作る小さな飾り

八ヶ岳美術館の散策路で拾った松ぼっくりや小枝
を使い、オブジェをつくります。フォトフレームなどの
キットもあります。好きに組み合わせて、ビーズやポ
プリでデコレーション！旅の思い出や、夏休みの工
作、クリスマスの飾りにもぴったり★

森のこうさくしつ20

当日
OK

…通年（開館時）／
…………年末年始・臨時休業あり…
…約1時間…
…不問（小学生未満は保
護者同伴）
…1～5人…

…400円～
…9:00~17:00

　　当日は15時まで
…原村17217-1611…
…H-2

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

通年 雨の日 Wifi

…0266-74-2701…
…info@yatsubi.com

…通年（要予約）…
…1時間…
…小学生～…
…3人以上…要相談…

…2200円…
…2週間前まで

…アトリエまたは
　…ご希望の場所

…お問い合わせください…

ALIKA

八ヶ岳のお花で作ろう

原村近隣で栽培される花を使ってアレンジメント
を作ります。色とりどりの花を飾ってみませんか。
寒暖差の強い土地なので色が濃く、丈夫な花が
育ちます。冬場など時期によっては別の地域のお
花を使う場合もありますのでご了承ください。

お好きなガラスでミニランプや壁掛け鏡を作る

フィンランドの伝統装飾

麦わらの茎に糸を通して結んでいくと素敵な
立体の形に！…基本のヒンメリを完成まで作っ
て、お家で飾ってみませんか。お子さまだけの
参加もOKです。天気が良い日にはお外で作
るのも良いですね。

ヒンメリを作ろう13

フラワーアレンジメント14

お好きな色のガラスでステンドグラスを作ってみま
せんか？優しく灯る「ミニランプ」か「壁掛け鏡」のど
ちらかをお選びいただき、ガラスカッターでのガラス
カットからハンダ付けまで、ステンドグラスづくりの全
工程を体験。作品は当日にお持ち帰りできます。

11 ステンドグラス体験教室

時屋ステンドグラス

…090-8584-7865　 …alikaaaalika@gmail.com

…通年（要予約）／…
水曜休（夜・土日は
予約制）
…1～1.5時間…
…小学校低学年～
…6人……

…3000円…
…10:00~17:00

　　3日前まで
…原村11369-1
…D-2

アルル

通年 雨の日 車いす

…0266-79-7587　 …info@arlesflower.com

家でも作れるテクニック伝授

見ても作っていても楽しいプリント地のがま口作り。
がま口の作り方のテクニックをお伝えします。ご自宅
でもたくさん作ってみてください。他にもコースは多
数あります。申込・内容はHPをご覧ください。

がま口のワークショップ12

…通年（要予約）／
　…年末年始休…
…2時間…
…10歳～…
…10人…

…3300円
　…（材料費込・型紙付）

…5日前まで（WEBフォームから）
…アトリエ他出張
…お問い合わせください…

HasnaNaokoOhwashi＆Paraiso~ パライーゾ楽園

通年 雨の日 ポルトガル語

通年 雨の日

…0266-78-8405… …https://www.hasna-net.com

当日
OK

原村のお花でリースやかご盛り
ドライフラワー・
プリザーブドフラワー等

…通年（要予約）／
　…金曜休／雨天中止
…1時間…
…5歳～…
…2人～…

…1000円（材料実費）…
…10:00~17:00…前日まで

…原村17217-2510…
…G-2

花 & 茶（かちゃ）

通年

…080-6939-0679
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レシピつきで食べるところまで楽しい

富士見町特産の赤いルバーブ狩りの他、季節により
ブルーベリー・ラズベリー・ブラックベリーの摘み取
りもできます。焼き肉の会場もお貸ししていますので
材料をご用意ください。約3000坪ある農園では、ご
持参のドローンを飛ばすこともできますよ。…※航空
法認定機種・保険加入機体に限ります。

赤いルバーブ狩り24

化学肥料や農薬は使っていません

美味しいミニトマトのために、化学肥料・農薬を使わ
ず、土作りにこだわっています。色、形、味、様々なミニ
トマトの採れたてをご堪能ください。

21 ミニトマト狩り

…7月中旬～10月中旬
　…／不定休
…無制限…
…不問…
…5～6人

…

…入園無料
…………計り売り…160円/100ｇ
　…（時価により変動あり)……

…9:00～17:00…当日可
…原村16267-307…
…F-2

篠原園芸

雨の日 ペット ENG

…0266-79-5605
…shinohara.engei@gmail.com
…https://www.shino-farm.com

植え付けから収穫へ

農業体験プログラム25

品種の違いも楽しめます

八ヶ岳の森の中、無農薬で育った心と体に優しい
ブルーベリーを摘み取っていただけます。品種によ
る風味の違いを味わうのも楽しみのひとつ。農園で
はポニーやアイガモもお待ちしております。

28

当日
OK

ペット

虫を探したり裸足で歩いたり…

普段はなかなかできない、畑を舞台にした遊びを
体験してもらえます。葉っぱを集めたり、虫を探した
り、畑の土の上を裸足で歩いたり。野菜を収穫した
り、畑をたっぷり楽しみます。

畑であそぼう26

…4月～11月（要予約）／　…
不定休…
…1時間…
…不問
…8人…
……3000円

…9:00～17:00…
　　1週間前まで
…原村13734…
…お問い合わせください

農園縁側

…080-6302-2432…
…e73u58@bma.biglobe.ne.jp…

ソースやジャムにするときれい！

標高1000ｍの赤いルバーブ畑で収穫体験ができま
す。ルバーブを初めて見学される方々からご好評を
頂いております。当農園は赤いルバーブの専門の農
家です。ご家族でのご来園をお待ちしております。近
くにはイタリアレスラン等の観光施設がございます。

赤いルバーブの収穫体験29

…6月～10月（要予約・8月
は休園）／不定休…
…約1時間…
…不問
…6～7人…

…1000円／kg
…1週間前まで

…富士見町富士見9052…
…E-4

かぼちゃん農園

…090-4050-0906／0266-78-6853
…toomasu@po29.lcv.ne.jp……
…https://kabochan39.com/

カシスやシーベリーなど6 種類

各種ベリーの摘み取りを体験できます（季節によっ
て取れる種類は変わります）。摘んだベリーをジャ
ムやソースに加工する体験も可能です。農園にはカ
フェも併設されています。車いすでの摘み取りも可。

ベリーの摘み取り体験・
ジャム作り体験27

…6月下旬～10月下旬・ジャムは
通年（要予約）／6月～9月…

　………不定休・10月～5月…月火曜休…
…無制限（ジャム作り2時間）…
…不問
…30～40人まで

　…ジャム作りは5人まで…
…入園料…700円／持ち帰り…
100gあたり250円／

　……ジャム作りは別途相談
…9:00～17:00…（当日可）

…原村12110
…E-2

Berry Farm 原村の清水さんち

ペット

…090-8082-1221
…tosidon@po31.lcv.ne.jp

高原地帯で収穫する秋の恵み

八ヶ岳山麓、1150mにある食用ほおずき畑。土とふ
れあいながら食用ほおずきの「太陽の子」を収穫し
ます。広大な景色、青空のもと解放感に浸りながら
美味しそうな「太陽の子」を摘んでください。2～3日
前までにご予約を。

食用ほおずき「太陽の子」の収穫30

…9～10月末（要予約）／
不定休…
…1～2時間…
…不問
…1～20人（要相談）…

…入園無料・2000円／kg
（収穫量でチャージ）
…2～3日前まで

…富士見町乙事5403-1…
…G-4

バディアス農園

…090-7272-1782…
…ysuzuki020255@docomo.ne.jp

…6月中旬～11月初旬
／不定休
…40分～1時間…
…小学生～…
…10人程度……

…1kg…1000円…
…3日前

…富士見町境高森
9571
…H-5

おしたて農園

…090-2224-1940　
…kuma2169@yahoo.co.jp

…7月上旬～7月下旬…
…無制限…
…不問…
…10人まで…

…1人…500円
…………（持ち帰りは別途料金）

…10:00～15:00…当日可
…原村17219
…F-3

胡桃庵・ブルーベリー農園

当日
OK

当日
OK

当日
OK

する

景色も美味な摘み取り体験

自然豊かな八ヶ岳山麓。360°の大パノラマの
中でブルーベリーやカシスの摘み取りをしませ
んか♪…時間制限なしで無農薬のブルーベリー
が食べ放題です。お持ち帰り分を量り売りして
います。その他農業体験も承っています。

ブルーベリー狩り・カシス狩り23

…080-1144-5539…
…yatsugatake.cassis@gmail.com…

…カシス…6月末～7月初旬
　……ブルーベリー…7月中旬～
　……8月中旬／不定休…
…30分～
…不問…
…約50人
…6:30~16:30…当日可…

…入園料…大人（中学生以上
600円／小学生400円

　…（未就学児以下無料）　
　……持ち帰り料金……
……………ブルーベリー…180円／100ｇ
……………カシス……260円／100ｇ
…原村4786
…F-2

八ヶ岳原村ブルーベリー・カシス農園

ペット

ペット 車いす

当日
OK

収穫

ブルーベリー摘み取り

…0120-79-7154

いちご狩り：食べ放題30分。夏秋いちご～冬いちごとその時の旬のい
ちごを一年中お楽しみいただけます！…しいたけ狩り：菌床から自社で
製造している肉厚の純国産しいたけはお土産やBBQに最適です！…時
間や人数制限はないのでご家族やカップルで1袋に詰めてOK。

いちご狩り・しいたけ狩り22

全天候型施設で冬も摘み取り可能

……0266-61-2202
……https://www.kingofkinoko.com/yatsugatake-energee-farm/

八ヶ岳エナジーファーム
…通年（要予約）／不定休
…各30分～
…不問…　 …約50人ずつ…
…前日15時まで

…富士見町立沢1098
…G-4

…いちご狩り：60歳以上…2300円・
中学生以上大人…2800円・小学生…
1500円・4歳以上…900円・

　……幼児…3歳以下…無料
　…いちご狩り：摘み取りお持ち帰り

コース…1500円/1パック300ｇ
　…しいたけ狩り：1袋…1000円…通年 雨の日

花の咲く農園と、ブルーベリー取り放題の農業体
験です。農園では、トラクターに乗っての畑作業を
体験してみませんか。栽培は、馬鈴薯、スイカ、カボ
チャ、花豆等々です。

…5月中旬～10月頃
　（要予約）…
…約4時間

　（昼食をはさみます）
…不問
…10人…

…1人…1000円・
　…小中学生…500円

…随時
…村内やつがね地区＆

泉野倶楽部実験果樹園…
…お問い合わせください

八ヶ岳ひろがわら倶楽部

…0266-70-2988
…yatsugatakebace@gmail.com…

8 9
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地域に伝わる伝統製法で
手打ちそば

地元に代々伝わる伝統の製法でそばを作りま
す。そば粉ももちろん地元産。4人前から6人前
まで対応。作ってから食べるまでの体験です。

そば打ち体験34

見上げるほどのトマトの樹

珍しい栽培方法でりんごのように上から実
がなるトマトの樹をガイド付きで見学するツ
アーです。有料オプションでトマト狩りも実施
（数量限定）。原種など珍しいトマトの展示
も!…開催日程や時刻はホームページ又はお
電話でご確認ください。

見学ツアー＆トマト狩り32

カゴメ野菜生活100ができるまで

いつも飲んでいるカゴメの野菜飲料。どうやって
作っているの?…カゴメ富士見工場のすぐそばにある
観光施設「カゴメ野菜生活ファーム富士見」で学ん
でみませんか。工場生産ラインのVR映像や動画を
使いながら、アテンダントが楽しくお話しします。

VR工場見学

アイシングで可愛く仕上げ！

米粉を使ってさくさくクッキーを作ります。レ
モンアイシングで、焼いた後のクッキーに好き
な模様を描いてオリジナルなアイシングクッ
キーが作れます。プレゼントにも最適な可愛
くて美味しいクッキーです。

米粉のさくさくクッキー33

日本一有名な野菜で !?

31

カゴメ野菜生活ファームの畑で野菜収穫体験を楽
しめます。季節によってミニトマトや旬野菜など様々
な野菜をご準備。特に夏は完熟トマトやとうもろこ
しなどの人気野菜が充実！…開催日程、時刻、その他
最新情報は、HP又はお電話でご確認ください。

野菜の収穫体験

…4月～11月（夏がおすすめ）
／火曜休（冬季休業あり）
…30分…… …不問
…HPでご確認ください…
…HPでご確認ください

…10:30～15:30…当日のみ
　　…（定員になり次第締切）
　　※変更の可能性があります
…富士見町富士見9275-1…
…E-4

カゴメ野菜生活ファーム富士見

雨の日 多目的トイレ

…0266-78-3935… …https://www.kagome.co.jp/ysfarm/
　　　　　　　　　　………https://www.instagram.com/ysfarm

石窯を使ってパン作り

パン作り36

そば粉はおいしい地元産

そば打ちに精通した地元の女性スタッフが丁寧に指
導。打ち立てをお食事としてお召し上がりいただきま
す。地元産のそば粉を使ったお蕎麦はおいしいと好
評。スパティオ体験工房で受付後に、道の駅こぶち
さわ内「延命そば処」に移動して体験となります。

そば打ち39

…通年／不定休…
…約1時間…
…3歳～（大人と一緒に）
…1回4人まで…
…1名…1600円（3名以上）

…9:00～17:00
　　（前日まで）
…道の駅こぶちさわ

　…北杜市小淵沢町
2968-1
…J-6

スパティオ体験工房

通年 雨の日

…0551-36-6121
…spa36-taiken6121@mkobuchisawa.jp

課題をクリアしながら料理をつくろう

ごちそうオリエンテーリング37

北杜の風土を感じながらテイスティング

ヴィンヤード見学ツアー40

発酵や焼き上がりまで全工程

料理教室のパイオニアともいうべきベテラン講師が
楽しく教えてくれます。発酵から焼き上がりまで全プ
ロセスを体験でき、初心者の方にもパンづくりが趣
味の方にも楽しんでいただけます。リピーターさん
には初回とは別メニューもご用意しています。

パンづくり38

当日
OK

…通年／不定休…
…約2時間
…5歳～（小学校高学年
以上同伴）
…1回6人まで
…1名2400円（2名様以上）

…9:00～17:00
　　（前日まで・ただし当日
　　可能な場合あり）
…北杜市小淵沢町
2968-1
…J-6

スパティオ体験工房

通年 雨の日 wifi 多目的トイレ

…0551-36-6121
…spa36-taiken6121@mkobuchisawa.jp

ワイン 3 種のテイスティングつき

帝国ホテルにて30年間シニアソムリエとして勤務し、
現在はブドウ栽培家でもある講師が担当します。テー
マは①「日本のワイン」…②「ブドウの品種」…③「ワイン
の楽しみ方」からお一つお選びいただけます。ワイン
テイスティングは3種お楽しみいただきます。

35 プレミアムワインセミナー

41

…通年／木曜日…
…1.5時間
…未就学児～（保護者同伴）・
団体は小学生以上…
…100人
…4人前…6080円・5人前…
7600円・6人前…9120円

…12～3月…11:00～13:00
　　4～11月…10:00～15:00
　　当日朝ならOKの場合あり・
　　団体は前月20日まで
…富士見町乙事3777-3
…H-4…

そば処おっこと亭

通年 Wifi ENG 多目的トイレ雨の日 車いす

…0266-62-7188（TEL・FAX）

当日
OK

当日
OK味わう

…通年（要予約）／
　…不定休
…2時間…
…小学生は保護者

　…同伴・中学生～…

…4人
…1200円
…随時

…原村16267-489
…G-2……

ココットビレッジ

…0266-75-3709　 …cocomail@kmd.biglobe.ne.jp

通年 雨の日 ENG Wifi

標高820ｍ八ヶ岳南麓のヴィンヤード（ワイン用ブド
ウ畑）をご案内します。ワインが作られたブドウ畑を
眺め、気候や風土を感じながら楽しむワインテイス
ティングは最高です。ドライバーや未成年の方々は
プレミアムブドウジュースをお楽しみいただけます。

…4月～12月・金土日祝開催
…………（要予約）
…45分
…20歳～

　…（お子さま同伴可）
…1～8人…

…ホームページにてご確認
ください
…2日前まで（WEB予約）

…北杜市小淵沢町
8033-1
…J-7

Komaki Vineyard

…0551-36-5188
…https://komaki-vineyard.com/

雨の日 ENG

…0551-36-5188
…https://komaki-vineyard.com/

…4月～12月・金土日祝開催
　…（要予約）
…1.5時間
…20歳～
…2～8人…

…5500円
…2日前まで（WEB予約）

…北杜市小淵沢町
8033-1
…J-7

Komaki Vineyard

雨の日 Wifi

…4月～秋ごろまで／
　…火曜休（冬季休業あり）…
…30分…
…不問…
…一度に10人まで…
…HPでご確認ください…

…10:30～15:30…当日のみ
　　（定員になり次第締切）
　　※変更の可能性があります
…富士見町富士見
9275-1…
…E-4

カゴメ野菜生活ファーム富士見

…0266-78-3935… …https://www.kagome.co.jp/ysfarm/　　　　
　　　　　　　　　　…https://www.instagram.com/ysfarm

雨の日 車いす 多目的トイレ

…4月～11月／火曜休
　…（冬季休業あり）
…25分…
…不問…
…一度に24人まで
…無料

…10:30～15:30…当日のみ…
……（定員になり次第締切）

　………※変更の可能性があります
…富士見町富士見
9275-1
…E-4

カゴメ野菜生活ファーム富士見

…0266-78-3935
…https://www.kagome.co.jp/ysfarm/

…………https://www.instagram.com/ysfarm

雨の日 車いす 多目的トイレ

当日
OK

自家製天然酵母で生地の提供もします。お時間があ
れば散歩をしながら発酵をゆっくりお待ちいただい
た後、石窯でパンを焼いてみましょう。「ごちそうオリ
エンテーリング」と組み合わせ、ご飯を全部手作りす
ることもできます。ご相談ください。

…通年（要予約）／
…………3月中旬～11月末…無休
　…12～3月中旬…火・水曜休
…4時間…
…5歳～
…10人～

…お問い合わせください
…9:00~17:00…

　　1週間前まで
…原村1077-7
…G-1

カナディアンファーム

…0266-74-2741…
…canadian.farm.haseyan@gmail.com

通年 雨の日 ENG FRA Wifi

ちょっと変わった野外プログラム。チームの仲間
と手分けをして助け合い、知恵を絞って与えられ
た課題をクリアしよう。ゲームの最後には目標の
料理が出来上がります。5～10人でのチームでの
体験です。

…通年（要予約）／
…………3月中旬～11月末…無休
　…12～3月中旬…火・水曜休…
…4時間～1日（8時間）
…10歳～
…10人～

…2730円～（税別）
…9:00~17:00

　　1週間前まで
…原村1077-7
…G-1

カナディアンファーム

…0266-74-2741
…canadian.farm.haseyan@gmail.com…

通年 ENG FRA Wifi

10 11…開催時期／休業日…… …所要時間…… …対象年齢…… …受入可能人数…… …体験価格…… …予約受付時間…… …開催場所…… …MAP位置…… …電話番号…… …メール　 …WEBサイト
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自分と向き合う時間づくり

こんな時だからこそ、時に立ち止まり自分と向き合
い心を整えたり、自分を癒してあげましょう。お寺な
らではの穏やかな空間で坐禅・写経・ヨガ等、自分
だけのお時間をお過ごし下さい。オンラインでも開
催中です！

42 坐禅・写経・寺ヨガ〜月の会〜

…不定期（要予約）
…1～1.5時間
…小学生～
…20人

…ヨガ…1500円／坐禅…
500円／写経…500円

　（本山への納経1000円）
…3日前まで

…原村13512
…F-2

深叢寺 月の会

雨の日

…0266-79-6298　
…tukinokai.shinsouji@gmail.com

楽に動ける体の使い方を学んでみよう

からだと心に優しい健全な動きとは？…からだをど
のように使えば、もっと安全で楽に動けるの？プロ
ダンサーをはじめ、ヨガやピラティスのインストラク
ターも学んでいるフランクリンメソッド。全ての動き
の基礎となる革新的なメソッドを体験できます。

フランクリンメソッド
機能解剖学入門45

…通年（要予約）…
…1時間程度

　…※プログラムによる…
…不問（6歳以下は

　…保護者同伴）
…10人…

…1人…2500円
…3日前まで

…原村17217-1413
…G-2

信草堂　Yatsugatake C-studio

…090-2531-7739
…shinsoudou@gmail.com

炎の力強さ・頼もしさを感じて

薪の調達・作り方、火のおこし方から煮炊き、後始
末までの実習を通じて、人類の叡智である焚き火
から、現代人に必要な「生きる力」と「癒し」を体感
し、分かち合いましょう。

八ヶ岳 焚き火塾48

…通年（要予約）…
…10:00～15:00…
…小学生～
…10人
…薪代・食材込…6000円

　…高校生以下…3000円

…WEB参照
…お問い合わせください
…お問い合わせください

BASE8 ／八ヶ岳自然遊学校

通年 ペット

…090-1106-0679…
…info@base8-haramura.com
…https://base8-haramura.com

土器や石器を間近で鑑賞

原村の遺跡から出土した土器や石器を収蔵してあ
るお蔵（原村文化財収蔵庫）を希望に応じて公開
します。美術館の展示では見られない、たくさんの
土器を間近で見学することができます。縄文土器
の造形の素晴らしさを堪能してみましょう。

縄文土器のお蔵拝見46

…通年（要予約）／
　…土日祝日・年末年始休…
…60分（9:00～16:00）…
…小学生～
…15人
…無料

…平日…8：30～17：15
　　5日前まで
…原村文化財収蔵庫…
…D-2

原村教育委員会 生涯学習課 文化財係

通年 雨の日

…0266-79-7930

作法も学んで心静かに

心を込めてお経を写すことにより、ご供養や願いを
叶えることができる修行です。身を清めるために塗
るお香（塗香）の作法から、写経を奉納するまで丁
寧に指導いたします。

写経49

…通年（要予約）／不定休…
…1.5～2時間
…10歳～
…20人…
…1500円（奉納料＋

　…お抹茶or珈琲利休付）

…前日の午前まで
　　電話またはFBのDMにて
…富士見町立沢120
…H-3

高榮寺

通年 雨の日

…0266-62-3774…

通年 雨の日

初心者の方でもお気軽に

季節感のある植物や静物のスケッチ、画像利用で
風景画のレッスンなど水彩の特徴を生かした描写
を体験していただきます。初めての方にもわかりや
すくレクチャーいたします。画材のレンタルもありま
すので、気軽にご参加いただけます。

水彩画体験47

…4～11月（ギャラリー開館日）
／不定休・冬季休業…
…2～3時間
…小学校高学年～
…5人

…2時間…2000円
　…3時間…3000円・
　…画材レンタル…300円

…前日まで
…原村17217-1352
…H-2

gallery HARA

雨の日 Wifi

…0266-55-9085／090-3672-3514
…taekohoshitani@gmail.com

仏さまの姿に願いを込めて

写仏は仏さまのお姿、形に願いを込めながら丁寧
に写すことで、その功徳をいただきます。様々なお姿
の仏さまを一心に書き写すことそれ自体が大切で
あり、絵心は必要ありません。

写仏50

…通年（要予約）／不定休…
…2～2.5時間
…中学生～
…20人…
…2500円（写仏セット＋

　…お抹茶or珈琲利休付）

…前日の午前まで　　…
　　電話またはFBのDMにて
…富士見町立沢120
…H-3

高榮寺

…0266-62-3774

学ぶ

澄んだ空気の八ヶ岳は星空の名所

八ヶ岳の澄んだ空気の中で星空を見上げ、季節の
星座を探したり、望遠鏡を使って惑星・星雲集団な
どを観望します。実際の星空を見る前には自然観察
科学館プラネタリウムの星空紹介番組をご覧いた
だきます。開始時間は季節により異なります。

※雨天はプラネタリウムのみ。

43 星空観望会（夜・団体向け）

…通年（要予約）／火曜・
…………祝日の翌平日・年末年始休
…1時間…
…小学生～…
…30人以上～80人…

…大人…800円・
　…小中学生…500円…

…9:00～17:00…2週間前まで
…原村17217-1613
…G-2

八ヶ岳自然文化園

…0266-74-2681… …http://www.yatsugatake-ncp.com/

雨の日 車いす 通年 障害者トイレ

通年 雨の日

44

パンフレットよりも深くご紹介します

八ヶ岳美術館・館長による館内のご案内。常設展示
の清水多嘉示の彫刻、絵画や、縄文土器、村野藤吾
の建築にまつわるさまざまなお話。パンフレットには
載っていない、ここだけの面白トークが聞けるかも！？…
お気軽にご予約ください。

館長の八ヶ岳美術館
おもしろトーク

…0266-74-2701　 …info@yatsubi.com

…通年（要予約）／年末年始・
臨時休業あり
…約1時間……… …不問…
…1～20人
…原村17217-1611
…H-2

…入館料…高校生以上510円
（460円）・小中学生250円
（200円）

　…※（）は団体料金
…9:00~17:00…前月20日まで

（要相談）

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

雨の日 車いす通年 Wifi

12 13
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原村の森の多様性を感じる
山野草が咲く天空のお花畑へ

入笠山は6月のスズラン120万本の開花から始まり、
9月まで様々な山野草が咲き誇ります。ゴンドラを
使って山頂駅より片道1時間程度の入笠山登山も
気軽に楽しめます。JR富士見駅より無料シャトルバ
スも運行（駅発10:00、パノラマ発15:00）。

51 ゴンドラで行く
入笠山トレッキング

…4月下旬～11月中旬
…3時間
…不問…
…制限なし
…富士見町富士見6666-703…
…D-5…

…ゴンドラ往復…大人（中学生
以上）1700円・小学生…

　　800円・未就学児無料
…8:30～16:00…当日可

　　・下り最終16：30※季節…
　　で運行時間が変わります

富士見パノラマリゾート

ペット 多目的トイレ

…0266-62-5666

植物、昆虫、野生動物…多様な生物が命をつない
で生きている原村の自然。姿の見えない生きものた
ちの痕跡や、植物の不思議を見つけ出し、その生態
について考えながら、探偵気分で歩きます。生きもの
たちの生存戦略とは？…最後に探偵ミッションが待っ
ているぞ！

54 生きものかんさつ探偵団

…通年（要予約）
…2時間…午前の部・午後の部…
…5歳～（未就学児は保護者
同伴）…
…2～15人…

…子ども…2000円（小学生
以下）／大人…2500円…
…5日前まで

…八ヶ岳自然文化園…
…G-2

（株）八ヶ岳登山企画

通年 子どものみ参加OK 1日 2 回開催

…sachy.nature.lykke@gmail.com

自然を感じながらウォーキング

2本の専用ポールを使って歩く運動効果の高い
ウォーキング。原村では毎月第1土曜日に八ヶ岳自
然文化園に集合して定例ウォーキングを実施して
います。歩くのは四季と自然を感じる5～6kmのコー
ス。事前に申し込みがあればポールの使い方指導も
いたします。

53 ノルディックウォーキング

…通年毎月第1土曜日
…2時間…
…中学生～… …30人…
…定例ウォーキング…無料／

　　個人体験…1人2000円（3人～）…

…定例…前日・
　　個人2週間前まで
…八ヶ岳自然文化園…
…G-2

八ヶ岳ノルディックウォーキングクラブ

通年

…090-4934-6927　 …info@ynwc.org

女性ガイドがご案内します

毎日忙しく働いている大人女子を対象に、日常から
離れ八ヶ岳の小径を自然と触れ合いながら散策し
ていただくツアーです。朝だからこその五感で感じる
特別な体験をしてみましょう。気軽にお一人から参
加できます。

56 大人女子の朝活さんぽ

…4月末（GW）～11月頃まで
八ヶ岳自然文化園休園日
のため火曜日を除く
…朝9～12時頃

　（約2～３時間）…
…大人女子…

…1～10人
…2000円（エコバッグ付き）…
…2日前まで（要相談）

…八ヶ岳自然文化園
…G-2

ヤッピーツーリズム

…yappytourism@gmail.com

クリーンハイク＆植樹体験
（限定 200 本）

八ヶ岳登山企画では、旅行を通じて持続可能な社
会のあり方を考え、触れることを目的としたエシカル
ツアーを作りました。ガイドから森林保全とCO2吸
収についての解説を聞いた後は、クリーンハイクをし
ながら森の小径を散策。最後に広葉樹の植樹を行
います。

52 八ヶ岳エシカルツアー 

…4月～10月（要予約）
…2.5時間…
…5歳～（未就学児は

　…保護者同伴）…
…2～15人…

…子ども…2000円（小学生
　…以下）／大人…5000円…

…10日前まで
…八ヶ岳…森の小径…
…お問い合わせください

（株）八ヶ岳登山企画

…ishiyamjapan@gmail.com　 …https://8guide.jp

八ヶ岳＆諏訪エリア

倶楽部スタッフが選んだツアーメニューです。八ヶ岳
エリア（登山ではありませんが河原遊びなど）＆諏訪
ノ平（温泉や諏訪の文化をご紹介）で終日遊んでみ
ませんか？

55 ミステリーツアーハイク

…通年（要予約）
…終日…
…不問…
…10人

…1人…3000円
…………・小中学生…1500円…

…随時
…当日のお楽しみ

八ヶ岳ひろがわら倶楽部

ペット

…0266-70-2988　 …yatsugatakebace@gmail.com

歩く 当日
OK
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大人の休日 八ヶ岳の森で

ご到着後のサンセットヨガ。就寝前のボディワーク、
呼吸法。翌朝の高原トレッキングとモーニングヨガ。
3つのプログラムをご用意。夕食はオーガニックでヘ
ルシーなレストランからお届け。モーニングヨガ後の
朝食は、地元の美味しいベーカリーカフェでどうぞ。

癒しのマインドフルネス
リトリート1泊2日60

…通年（要予約）季節で
　…若干内容が変わります
…1泊2日

　…（16:00～翌10:00）…
…18～100歳
…5人…

…2万円（1泊2食・体験プロ
グラム・温泉券含）
…1週間前まで

…富士見町境12067-
548…
…I-5

富士見高原ハイジ・ロッジ

通年 雨の日 Wifi

…0266-78-8233…
…fujimikogen@heidi-lodge.com

旅の途中でちょこっと空を飛ぶ

パラグライダーを少しだけ体験してみたいという方
のためのコースです。午前、午後の２回開催。パラ
グライダーの基礎を学び、実際のフライトにチャレ
ンジしていきます。所要時間は２時間程度です。本
格的に始めてみたい方は入門コースもあります。

パラグライダー半日体験コース63

…4月下旬～11月中旬
　…（要予約）…
…2時間～…
…小学生～　 …25人
…前日20時（定員にな……

……………り次第締切）
…

…7400円（体験料・
　…機材レンタル料・保険料・

消費税込み）
…富士見町富士見
6666-703…
…D-5

JBM 富士見パノラマパラグライダースクール

…0266-62-7691…
…info1@windhop.com

18 ホールをプレイできます

1万㎡の広い敷地に緑鮮やかな天然芝のコースを
ご用意！ショート・ロングコースを織り交ぜ起伏に
富んだ全36ホール（２コース）でパターゴルフを楽し
んでいただけます。もちろん、パター・ボール・スコア
カードもありますので、お気軽にプレーできます。

パターゴルフ61

当日
OK

…4月下旬～11月末（積雪等によ
り早期クローズします）／火曜・
祝日翌平日・年末年始休…
…約1～1.5時間…
…小学生～… …100人…

…大人…1000円・小中学生…
500円（18ホール1ラウン
ド／パター・ボールの

……………レンタル料込み）
…9:00～16:00…当日

…原村17217-1613
…G-2

八ヶ岳自然文化園

…0266-74-2681
…http://www.yatsugatake-ncp.com/

思い立ったら手ぶらで

初心者大歓迎！手ぶらでエサ釣りが楽しめます。湧
水池で1時間、ニジマスやアマゴが釣り放題。釣れ
た魚は自分で捌いて焼く事も出来るので、食育にも
ピッタリな体験です。（スタッフが焼くことも可）

エサ釣り＆塩焼き体験64

当日
OK

…通年（要予約）／水曜休
（GW・夏季無休）…
…1～2時間… …不問
…30人程度…
…北杜市小淵沢町3866…
…I-6

…1竿目…2300円・2竿目以降…
1800円・炭1kg…600円・

　…竹串1本…50円
…4月～10月…8:00～17:00…

　　11月～3月…8:00～…
　　16:00…（※当日可）

フィッシングエリア やま里 

通年 ぺット Wifi 車いす 多目的トイレ

…0551-36-2830…
…yamazato@keith.jp…

車いすでも野外体験！

花の里や天空の遊覧カートご利用の方に無料で
屋外用車いすのHIPPO、JINRIKIを貸出しています。
ガイド付きのツアーでは展望台へのハイキングなど
行きたい場所やりたいことをご相談ください。その
方に合わせたプログラムを提案します。

ユニバーサルフィールドツアー62

…4月～12月（要予約）冬季は
別メニューあり／不定休…
…30分～体験内容で異なる…
…不問… …2～40人
…9:00～17:00…1週間前…

…富士見町境広原12067…

…

…天空の遊覧カート（4人乗り）
1人…800円／サポートガイド

　……2時間…1万円／花の里入園料…
大人…1100円・HIPPO、JINRIKI
貸出無料（敷地内に限る）　

 I-4

富士見高原リゾート

車いす 多目的トイレ

…0266-66-2121…
…info@fujimikogen-resort.jp…

時間たっぷり遊べるアスレチック

八ヶ岳の森に設けられた、地上5～7mのアスレチッ
クコースです。1時間のフリーパスで、時間内は何度
でもご利用いただけます。小さなお子さまは、身長
90cm以上から楽しめる、地上1.5mのKIDSコースも
あります。

森の空中散歩65

当日
OK

…3月～1月上旬／不定休…
…1時間…
…身長90cm以上…
…2100円～

…営業時間は季節によ
……………り変動・当日窓口受付
…北杜市小淵沢町129-1
…J-7

星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳内 
八ヶ岳アクティビティセンター

Wifi 多目的トイレ

…0551-36-5200

当日
OK

当日
OK

上達できるチャレンジコース

お子様、女性でも気軽にマウンテンバイク
の醍醐味を味わうなら「スキルアップエリ
ア」がおすすめ。順路ごとにチェックポイン
トを設定。順路通りにクリアすることで楽し
く上達することが出来ます。また、安全で楽
しいマウンテンバイクスクールも大人気。

マウンテンバイク59

星野リゾート　リゾナーレ八ヶ岳内
八ヶ岳アクティビティセンター

達成感満点のアクティビティ

高さ10mの壁を垂直に登る「森のクライミングウォール」。
身長110cmのお子さまからご利用できます。八ヶ岳の自然
に囲まれ非日常感を感じながら、エキサイティングなアク
ティビティをお楽しみください。

森のクライミングウォール57

…0551-36-5200

…3月～1月上旬／不定休…
…15分…
…身長110cm以上
…9:00～17:00…当日窓口

…1回15分…宿泊者…1000円・
…………日帰り…1500円…
…北杜市小淵沢町129-1…
…J-7

Wifi 多目的トイレ

大人も子どもも楽しめる

傾斜のある広々としたフィールドで
電動ゴーカートを走らせてみません
か。視線の位置が低いのでスピード
感があり、とっても爽快。フットペダル
に足が届く身長130cm以上の方が
ご乗車できます。

Nine bot ゴーカート58

八ヶ岳自然文化園

…0266-74-2681　
…http://www.yatsugatake-ncp.com/

…4月下旬～11月末（積雪
等により早期クローズし
ます）／火曜・祝日の

　…翌平日・年末年始休…
…20分…
…10人

…身長130cm以上・　…
体重100kg未満
…1回300円…
…9:00～16：30当日

…原村17217-1613…
…G-2

富士見パノラマリゾート

…0266-62-5666　
…info@fujimipanorama.com

…4月下旬～11月中旬
（スクール要予約）

　…スクールは5～10月
の特定日に開催…
…2時間…… …13歳～…
…6人まで
…スクール参加費1名…

6600円（別途：MTB
レンタル代・保険料・
リフト券など）…
…2日前午前中まで

…富士見町富士見
6666-703
…D-5

動く
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お茶と鹿の湯の温泉券付

八ヶ岳の森をトレッキング。森の中で癒しのヨガ。
お外でのティータイムを楽しむピクニック。そして、
温泉で汗を流してリラックス。八ヶ岳の大自然の中
で、癒し・美味しい・ヘルシーな体験をどうぞ。美し
く神秘的な八ヶ岳の森の中へご案内いたします。

八ヶ岳の森でピクニック&ヨガ66

…春～秋（要予約）…
…約2.5時間（入浴時間
で変わります）…
…10～100歳
…1～5人…
…3500円（お茶・温泉券付）

…3日前まで
　　旅行サイトでも予約可
…富士見町境12067-
548
…I-5

富士見高原ハイジ・ロッジ

…0266-78-8233
…fujimikogen@heidi-lodge.com

目的に合ったトレーニングを指導

ボディメイキングやスポーツのための筋力アップ、ロ
コモーティブシンドローム予防など、目的に合った
マシントレーニングを指導します。お家で行える簡
単トレーニングもお伝えします。ご希望の方には護
身術も！…団体割引もあります。

パーソナル・トレーニング69

…通年（要予約）／不定休…
…45分～…
…中学生～
…3人以上は割引あり

…45分…3000円
…9:00～18:00…前日まで

…原村17217-1349…
…H-2

ペンションペパーミントハウス

通年 雨の日 Wifi

…0266-74-2022…
…pepper@po25.lcv.ne.jp

高原のロッジでリラックス

ハイジ・ロッジの中でリラックスするヨガ体験をどう
ぞ。ヨガの後にホッと一息、ロッジの窓から富士見
高原の美しい風景を眺めつつ、ティータイムをお楽
しみください。富士見高原リゾート「鹿の湯」でご入
浴、汗をさっぱり流しましょう♪

1DAYマインドフルネス
リトリート67

…通年（要予約）
…約2時間（入浴時間で
変わります）…
…6～100歳
…5人…
…2600円（お茶・温泉券付）

…3日前まで
　　旅行サイトでも予約可
…富士見町境12067-
548
…I-5

富士見高原ハイジ・ロッジ

通年 雨の日 Wifi

…0266-78-8233…
…fujimikogen@heidi-lodge.com

ブドウ畑の解放感を味わって

標高820ｍ八ヶ岳南麓のヴィンヤード（ワイン用ブ
ドウ畑）で、プライベートヨガ。自然の中で心身共に
リラックス＆リフレッシュでき、自分に還る至福のひ
と時です。ヨガの後は、ヴィンヤードで収穫したプレ
ミアムなブドウジュースもお楽しみいただけます。

プライベートヴィンヤードヨガ70

…春～秋の土日祝
　…（要予約）…
…75分…
…不問
…2～8人

…

…4000円
…2日前まで（WEB予約）

…北杜市小淵沢町
8033-1…
…I-7

Komaki Vineyard

…0551-36-5188
…https://komaki-vineyard.com/

小さなお子さまでも安心です

水深10~20cmの池にニジマスを放流してつかみ取
り！…未就学児のお子様でも安心してご利用いただ
けます。子どもも大人も素早く逃げるニジマスとの
触れ合いをお楽しみいただけます。

ニジマスつかみ取り体験68

当日
OK

…4月～10月／水曜休
（GW・夏季無休）
…30分…
…不問
…10人程度

…3匹放流…1200円・
　…1匹追加…250円

…4月～10月…
　　8:00～17:00…当日可
…北杜市小淵沢町3866
…I-6

フィッシングエリア やま里 

ペット Wifi 多目的トイレ

…0551-36-2830…
…yamazato@keith.jp…

八ヶ岳山麓をあちこち探検しよう

大容量バッテリーを搭載しており、上り坂もスイス
イ登ります。フロントサスペンションを装備し、無理
のないライディングポジションと太いタイヤのエア
ボリュームで舗装路はもちろん未舗装路も快適に
サイクリングを楽しめます。

レンタル E-BIKE71

当日
OK

…4月下旬～11月末（積雪
等により早期クローズ）
／火曜・祝日の翌平日・
年末年始休…
…2時間～…
…身長155㎝以上
…1～10人…

…2時間…2700円・
　…3時間…3700円・
　…4時間…4700円・
　…レンタルヘルメット+300円

…9:00～15:00…当日可
…原村17217-1613…
…G-2

八ヶ岳自然文化園

…0266-74-2681
…http://www.yatsugatake-ncp.com/

馬に乗って森の中を散策

乗馬が初めての方も、馬と一緒に八ヶ岳の自然を堪
能できます。簡単な操作練習後そのまま森林トレッ
キングへ。お好みの体験時間を4種類からお選びく
ださい。

74 体験乗馬コース

…通年
…45～120分…
…小学生以上…
…1～14人
…8:00～19:00（予約優先）

　　当日18:00まで

…45分…8100円・
　…60分…1万1800円・
　…80分…1万4400円・
　…120分…2万2800円
…北杜市小淵沢町10265…
…J-6

八ヶ岳ロングライディング

…0551-45-9853
…http://www.y-long-riding.com

通年 ペット Wifi 英語

当日
OK

当日
OK

当日
OK

やさしく馬に触れてみよう

乗馬が初めての小さなお子様も、手綱を持って馬と森
林トレッキングができます。ご家族もご一緒に体験でき
ますので、素敵な思い出作りにいかがですか？

73 キッズ体験乗馬コース

…通年
…30分…
…3～6歳の未就学のお子さま
とそのご家族…
…1～14人…

…5800円…
…8:00～9:00（予約優先）当
日18:00まで
…北杜市小淵沢町10265…
…J-6

八ヶ岳ロングライディング

…0551-45-9853
…http://www.y-long-riding.com

通年 ペット Wifi 英語

一頭ずつ個性があってかわいい

72 アルパカとのふれあい

アルパカにエサをあげたり、一緒に写真を撮ったり
お散歩もできます。大人のアルパカだけでなく、ウサ
ギやモルモットもいますよ。平日15:15と土日・祝日の
11:30および15:15にアルパカダービーを開催してい
ます。

…通年／火曜休
　（木曜日休園月あり）
…30～40分…
…不問…
…特に制限なし…
…10:00～16:00（当日）

…大人…600円・
　…小学生まで…400円・
　…3歳以下無料・
　…お散歩別途1000円等
…富士見町落合13505-1
…F-4

八ヶ岳アルパカ牧場

…080-5140-2794
…https://www.alpaca-farm.net/

通年 車いす 多目的トイレ

れあう触
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バディアス農園

スクラッチアンドノイズ
ガラス工房

スパティオ体験工房
スパティオ小淵沢
延命の湯

フィッシングエリアやま里

道の駅 こぶちさわ

八ヶ岳ロングライディング

おしたて農園

星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳

Komaki Vineyard

ココットビレッジ
篠原園芸

ハートの
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アトリエ風花
深叢寺

胡桃庵

八ヶ岳アルパカ牧場
八ヶ岳エナジーファーム

高榮寺

八ヶ岳美術館
ペンション ペパーミントハウス

gallery HARA

ふれあいセンターもみの湯

花&茶

たてしな
自由農園

れんげ草

時屋ステンドグラス

織音舎

信草堂
Yatsugatake
C-studio

八ヶ岳自然文化園

原村郷土館

STUDIO Y

カナディアンファーム

八ヶ岳中央農業実践大学校
八ヶ岳農場直売所

美濃戸口 美濃戸

舟山十字路

富士見高原リゾート 八峯苑鹿の湯

富士見高原ハイジ・ロッジ

富士見高原登山口

合同会社
hoccoBerry Farm

原村の清水さんちアルル

原村文化財収蔵庫
八ヶ岳原村

ブルーベリー・カシス農園

かぼちゃん農園

ゆーとろん
カゴメ野菜生活ファーム

富士見パノラマリゾート
ＪＭＢ富士見パノラマ
パラグライダースクール

入笠山登山口

道の駅 信州蔦木宿

白州塩沢温泉
フォッサマグナの湯
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八ヶ岳中央農業
実践大学校

カナディアン
ファーム

八ヶ岳小さな絵本
美術館

たてしな自由農園
（原村観光案内所）

八ヶ岳
自然文化園

まるやち湖

八ヶ岳美術館

第2ペンション村 第1ペンション村

深叢寺

樅の木荘
もみの湯

わらにょう

原村郷土館

夏は朝市
冬はイルミネーション
夏は朝市
冬はイルミネーション

アナベルアナベル

白樺林白樺林

▲
この先

冬期通行止

▲
この先

冬期通行止◀茅野市◀茅野市

そば畑そば畑

ヤマボウシヤマボウシ

キャットミントキャットミント

別荘エリア別荘エリア

教会教会

セロリ畑セロリ畑

原村役場原村役場

郵便局郵便局

AコープAコープ

？
見どころM A P

まる
やち
湖

まる
やち
湖

八ヶ岳自然文化園（P25）に隣接しています。
風のない日には八ヶ岳を映す様子がキレイです。

原
村郷
土館

原
村郷
土館

古民家となまこ壁の蔵があり昔の原村が見られる
場所（体験No.10参照）。休館中も庭は入れます。

樅
の木
荘

樅
の木
荘

樅
の木
荘

宿にある源泉掛け流しの足湯は無料です。
ボリューム満点のランチは地元の方にも人気。
宿にある源泉掛け流しの足湯は無料です。
ボリューム満点のランチは地元の方にも人気。

わら
にょ
う

わら
にょ
う

払沢区憩いの広場に復元された「わら
にょう」。昔のわらの保存方法です。
四方の山が見えます。

八ヶ
岳中
央農業実践大学校八ヶ

岳中
央農業実践大学校

広い芝生の広場で農場産のアイスや
ヨーグルトはいかが。ヤギやヒツジもい
ますよ（P25参照）

八ヶ
岳小
さな絵本美術館

八ヶ
岳小
さな絵本美術館

八ヶ
岳小
さな絵本美術館

ばばばあちゃんでおなじみ、絵本作家さとう
わきこさんが創設した絵本の美術館です。
自然の中でゆったりと、心に残るあなただ
けの一冊に会いに行きませんか？

ばばばあちゃんでおなじみ、絵本作家さとう
わきこさんが創設した絵本の美術館です。
自然の中でゆったりと、心に残るあなただ
けの一冊に会いに行きませんか？

原村17217-3325　TEL.0266-75-3450
火曜・第2＆第3水曜休（GW・８月無休）
※冬期休館：12月初旬～4月中旬

原村17217-1729　TEL.0266-74-2311
ランチ：木曜・第3水曜休

たてしな自由農園原村店
（P25）内にあります。観
光スポットや飲食店など
をご案内します。

TEL.0266-74-2501
9:30～17:30　冬期水曜休

原村観光案内所

「原ブランド特産品」
原村では村内の優れた
特産品を認定しています

村のマスコットキャラクター、
セロリン・ピカタン・
ヤッピーのグッズ

販売場所等は案内所でお尋ねください

深叢寺の桜

4月下旬頃

白樺林の
レンゲツツジ

5月末～6月頃

ペンション村の
オープンガーデン

6月～10月頃

ペンション線の
アナベル

7月～8月頃

22 23



八ヶ岳農場直売所（八ヶ岳中央農業実践大学校）

学生が育てた新鮮な高原野菜や花、乳製品や
卵などを販売しています。八ヶ岳を見ながらアイ
スクリームはいかが？…ヤギやヒツジもいます。

営業時間：9:00～17:00
… （季節により変更あり）
定休日：年末年始等
住所：長野県諏訪郡原村17217-118
電話：0266-74-2080

MAP

H-1

道の駅 信州蔦木宿つたの湯
神経痛・慢性皮膚病などに効くといわれる塩化
物泉です。温泉の恵みを堪能する源泉風呂があ
ります。道の駅に地元の特産品も並びます。

営業時間：HPでご確認ください
定休日：火曜日（祝日の場合は翌日）
料金：大人(中学生以上)…700円…
… 小学生…500円・未就学児…無料
住所：長野県諏訪郡富士見町落合1984-1
電話：0266-61-8222

MAP

H-7

ゆ〜とろん水神の湯
100％源泉かけ流しの日帰り温泉、男女合わせ
て８種類の露天風呂があります。食事処の「麦
とろ」は信州の味。

営業時間：10:30～21:00（最終受付20:30）…
… ※冬季変更あり
定休日：木曜日（祝日・年末年始・ＧＷ・
　　　…… 8月は無休）
料金：大人…910円・小人…710円
… 70歳以上650円（要証明）
住所：長野県諏訪郡富士見町富士見9547
電話：0266-62-8080

MAP

E-4

信州原村八ヶ岳温泉 もみの湯
お肌がすべすべになり、湯冷めがしないと好評
の日帰り天然温泉です。露天風呂は源泉かけ
流し。サウナでスッキリしませんか。

営業時間：10:00～21:30（入館21:00まで）
定休日：第３水曜日（祝日の場合は翌日）
料金：【原村民】…大人…500円・子供…300円
… 【村外】…大人…650円・子供…300円
住所：長野県諏訪郡原村17217-1729
電話：0266-74-2911

MAP

G-2

白州塩沢温泉フォッサマグナの湯
南アルプスの山懐、標高800ｍの釜無川の最上
流川岸に建つ、フォッサマグナ地帯から湧出す
る名湯です。

営業時間：11:00～21:00（最終受付20:30）
定休日：毎週水曜日(祝日の場合は営業)
料金：【北杜市民・羽村市在住の方】
… 大人…410円・小人…210円
… 【その他】…
… 大人…830円・小人…420円
住所：山梨県北杜市白州町大武川344-19
電話：0266-65-3570

MAP

G-6

富士見高原リゾート ホテル八峯苑 鹿の湯
地下1800mから噴出する源泉100%の湯。時
間帯により「翠の湯」が楽しめる不思議な温
泉です。花の里やスキー場もあります。

営業時間：4月～12月中旬
… 10:00～20:00（閉館21:00）
… 12月中旬～3月末
… 10:00～19:00（閉館20:00）
定休日：年中無休
料金：大人（中学生以上）…700円…
… 子ども（3歳～小学生）…500円・3歳未満…無料
住所：長野県諏訪郡富士見町境12067
電話：0266-66-2131

MAP

…I-4

スパティオ小淵沢 延命の湯
地底1500ｍから湧き出るお湯は高濃度のミネ
ラル成分を含んでいて心身をリフレッシュさせて
くれます。

営業時間：12:00～22:00（最終受付21:30）…
… ※3・5・6・7・9・11・12月の
　　　　…第2火曜日は16：00～営業
定休日：HPでご確認ください
料金：【北杜市民】…大人…460円・小学生…210円・6歳未満無料
… 【市外】…大人…830円・小学生…420円・6歳未満無料
住所：山梨県北杜市小淵沢町2968-1
電話：0551-36-6126

MAP

J-6

たてしな自由農園原村店
諏訪市・原村・富士見町の会員農家の方々が
育てた野菜などを販売。ベーカリー・レストラ
ンもあります。

営業時間：9:00～17:30（冬季9:30～17:30）
定休日：5～11月は無休・
… 12～4月は水曜日
住所：長野県諏訪郡諏訪郡原村18101−１
電話：0266-74-1740

MAP

F-2

八ヶ岳自然文化園
館内ではプラネタリウムや昆虫の展示、屋外で
はパターゴルフなどが楽しめます。地元食材を
使うカフェレストランは眺めも良し！

営業時間：9:00～17:00
… （7月下旬～8月末は18:00まで）
定休日：火曜日・祝日の翌日・年末年始・
… GW明け（夏季は無休）・特別営業日及び不定休あり
料金：入園無料／プラネタリウム…大人…800円・
… 小中学生…500円など…
住所：長野県諏訪郡原村17217-1613
電話：0266-74-2681

MAP

G-2

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

原村出身の清水多嘉示の彫刻・絵画、津金隺
仙の書、原村の縄文土器等を展示。建物は村
野藤吾設計。売店や屋外散策路も見どころ。

営業時間：9:00～17:00（入館16:30まで）
定休日：年末年始・展示替え期間
料金：大人：510円／小人：250円
住所：長野県諏訪郡原村17217-1611
電話：0266-74-2701

MAP

H-2

MAP

J-6

道の駅こぶちさわ
地元採れたて新鮮野菜と手作りジャムやパン、
お土産品を販売。イタリアンレストラン・そば処
も併設されています。

営業時間：売店(直売所・お土産・ジャム工房)…
　　　………9:00～18:00
　　　　山のパン屋…桑の実…9:00～17:00
　　　　…そば処…延命そば…11:00～15:30
　　　　…イタリアンレストラン…ロトンド　
　　　　…ランチ11:00～15:00／ディナー17:00～20:00
定休日：6月第1木曜日・冬期（1～3月）休館あり
住所：山梨県北杜市小淵沢町2968-1…電話：0551-36-3280

温泉

遊ぶ

お土産

2524 このパンフレットに掲載されている情報は2022年1月現在のものです。内容や価格などは変更される場合がありますのでご了承ください。



ページ 体験名 施設名 体験場所 TEL

P04 01 ドライフラワーでスワッグ作り アルル 長野県諏訪郡原村11369-1 0266-79-7587

P04 02 自然木工作 ココットビレッジ 長野県諏訪郡原村16267-489 0266-75-3709

P04 03 裂織（さきおり）体験 織音舎 長野県諏訪郡原村17217-1730
0266-75-3255
090-9667-7779

P04 04 アロマワックスサシェを作ってみよう アルル 長野県諏訪郡原村11369-1 0266-79-7587

P05 05 リース・アレンジメント他 アトリエ風花 長野県諏訪郡原村17217-323 0266-70-2208

P05 06 木工体験 カナディアンファーム 長野県諏訪郡原村1077-7 0266-74-2741

P05 07 あなただけの木のオカリナを作ろう 合同会社 Hocco 長野県諏訪郡原村17217-315 0266-75-3533

P05 08 美術館で描こう 八ヶ岳美術館
（原村歴史民俗資料館） 長野県諏訪郡原村17217-1611 0266-74-2701

P05 09 切り絵体験 れんげ草 長野県諏訪郡原村17217-592 0266-75-3857

P05  10 裂き織り体験・苔玉作り 原村教育委員会
生涯学習課 文化財係 原村郷土館 0266-79-7930

P06  11 ステンドグラス体験z教室 時屋ステンドグラス 長野県諏訪郡原村17217－759 090-9960-4869

P06 12 がま口のワークショップ HasnaNaokoOhwashi＆Paraiso~
パライーゾ楽園 アトリエ他出張 0266-78-8405

P06 13 ヒンメリを作ろう ALIKA アトリエまたはご希望の場所 090-8584-7865

P06 14 フラワーアレンジメント アルル 長野県諏訪郡原村11369-1 0266-79-7587

P07 15 ドライフラワー・プリザーブド
フラワー等 花 & 茶（かちゃ） 長野県諏訪郡原村17217-2510 080-6939-0679

P07 16 ステンドグラス製作 STUDIO Y 八ヶ岳 長野県諏訪郡原村三井の森
すずらん平8-11-26 080-5505-3734

P07 17 パステル和（なごみ）アートレッスン 八ヶ岳のパステルアート教室
ハートのつばさ 長野県諏訪郡原村17217−3364 080-3526-3339

P07 18 吹きガラス体験 スクラッチアンドノイズ
ガラス工房

長野県諏訪郡富士見町落合
蔦木河原2028-1… 070-3606-2028

P07 19 陶芸 スパティオ体験工房 山梨県北杜市小淵沢町2968-1… 0551-36-6121…

P07 20 森のこうさくしつ 八ヶ岳美術館
（原村歴史民俗資料館） 長野県諏訪郡原村17217-1611 0266-74-2701

P08 21 ミニトマト狩り 篠原園芸 長野県諏訪郡原村16267-307 0266-79-5605

P08 22 いちご狩り・しいたけ狩り 八ヶ岳エナジーファーム 長野県諏訪郡富士見町立沢1098 0266-61-2202

P08 23 ブルーベリー狩り・カシス狩り 八ヶ岳原村ブルーベリー・
カシス農園 長野県諏訪郡原村4786 080-1144-5539

P08 24 赤いルバーブ狩り おしたて農園 長野県諏訪郡富士見町境高森9571 090-2224-1940

P09 25 農業体験プログラム 八ヶ岳ひろがわら倶楽部 村内やつがね地区＆
泉野倶楽部実験果樹園 0266-70-2988

P09 26 畑であそぼう 農園縁側 長野県諏訪郡原村13734 080-6302-2432

P09 27 ベリーの摘み取り体験・
ジャム作り体験 Berry Farm 原村の清水さんち 長野県諏訪郡原村12110 090-8082-1221

P09 28 ブルーベリー摘み取り 胡桃庵・ブルーベリー農園 長野県諏訪郡原村17219 0120-79-7154

P09 29 赤いルバーブの収穫体験 かぼちゃん農園 長野県諏訪郡富士見町富士見9052 0266-78-6853
090-4050-0906

P09 30 食用ほおずき「太陽の子」の収穫 バディアス農園 長野県諏訪郡富士見町乙事5403-1 090-7272-1782

P10 31 野菜の収穫体験 カゴメ野菜生活ファーム富士見 長野県諏訪郡富士見町富士見9275-1 0266-78-3935

P10 32 見学ツアー＆トマト狩り カゴメ野菜生活ファーム富士見 長野県諏訪郡富士見町富士見9275-1 0266-78-3935

P10 33 米粉のさくさくクッキー ココットビレッジ 長野県諏訪郡原村16267-489 0266-75-3709

P10 34 そば打ち体験 そば処おっこと亭 長野県諏訪郡富士見町乙事3777-3 0266-62-7188

P10 35 プレミアムワインセミナー Komaki Vineyard 長野県諏訪郡北杜市小淵沢町8033-1 0551-36-5188

P11 36 パン作り カナディアンファーム 長野県諏訪郡原村1077-7 0266-74-2741

P11 37 ごちそうオリエンテーリング カナディアンファーム 長野県諏訪郡原村1077-7 0266-74-2741

ページ 体験名 施設名 体験場所 TEL

P11 38 パンづくり スパティオ体験工房 山梨県北杜市小淵沢町2968-1 0551-36-6121

P11 39 そば打ち スパティオ体験工房 道の駅こぶちさわ
山梨県北杜市小淵沢町2968-1 0551-36-6121

P11 40 ヴィンヤード見学ツアー Komaki Vineyard 山梨県北杜市小淵沢町8033-1 0551-36-5188

P11 41 VR工場見学 カゴメ野菜生活ファーム富士見 長野県諏訪郡富士見町富士見9275-1 0266-78-3935

P12 42 坐禅・写経・寺ヨガ〜月の会〜 深叢寺 月の会 長野県諏訪郡原村13512 0266-79-6298

P12 43 星空観望会（夜・団体向け） 八ヶ岳自然文化園 長野県諏訪郡原村17217-1613 0266-74-2681

P12 44 館長の八ヶ岳美術館おもしろトーク 八ヶ岳美術館
（原村歴史民俗資料館） 長野県諏訪郡原村17217-1611 0266-74-2701

P13 45 フランクリンメソッド
機能解剖学入門

信草堂
Yatsugatake C-studio 長野県諏訪郡原村17217-1413 090-2531-7739

P13 46 縄文土器のお蔵拝見 原村教育委員会
生涯学習課 文化財係 長野県諏訪郡原村文化財収蔵庫 0266-79-7930

P13 47 水彩画体験 gallery HARA 長野県諏訪郡原村17217-1352 0266-55-9085
090-3672-3514

P13 48 八ヶ岳 焚き火塾 BASE8 ／八ヶ岳自然遊学校 お問い合わせください 090-1106-0679

P13 49 写経 高榮寺 長野県諏訪郡富士見町立沢120 0266-62-3774

P13 50 写仏 高榮寺 長野県諏訪郡富士見町立沢120 0266-62-3774

P14 51 ゴンドラで行く入笠山トレッキング 富士見パノラマリゾート 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703 0266-62-5666

P14 52 八ヶ岳エシカルツアー （株）八ヶ岳登山企画 八ヶ岳…森の小径 メールでお問合わせ

P14 53 ノルディックウォーキング 八ヶ岳ノルディック
ウォーキングクラブ 八ヶ岳自然文化園 090-4934-6927

P15 54 生きものかんさつ探偵団 （株）八ヶ岳登山企画 八ヶ岳自然文化園 メールでお問合わせ

P15 55 ミステリーツアーハイク 八ヶ岳ひろがわら倶楽部 当日のお楽しみ 0266-70-2988

P15 56 大人女子の朝活さんぽ ヤッピーツーリズム 八ヶ岳自然文化園 メールでお問合わせ

P16 57 森のクライミングウォール 星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳内
八ヶ岳アクティビティセンター 山梨県北杜市小淵沢町129-1 0551-36-5200

P16 58 Nine bot ゴーカート 八ヶ岳自然文化園 長野県諏訪郡原村17217-1613 0266-74-2681

P16 59 マウンテンバイク 富士見パノラマリゾート 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703 0266-62-5666

P17 60 癒しのマインドフルネス
リトリート1泊2日 富士見高原ハイジ・ロッジ 長野県諏訪郡富士見町境12067-548 0266-78-8233

P17 61 パターゴルフ 八ヶ岳自然文化園 長野県諏訪郡原村17217-1613 0266-74-2681

P17 62 ユニバーサルフィールドツアー 富士見高原リゾート 長野県諏訪郡富士見町境広原12067 0266-66-2121

P17 63 パラグライダー半日体験コース JBM 富士見パノラマ
パラグライダースクール 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703 0266-62-7691

P17 64 エサ釣り＆塩焼き体験 フィッシングエリア やま里 山梨県北杜市小淵沢町3866 0551-36-2830

P17 65 森の空中散歩 星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳内 
八ヶ岳アクティビティセンター 山梨県北杜市小淵沢町129-1 0551-36-5200

P18 66 八ヶ岳の森でピクニック&ヨガ 富士見高原ハイジ・ロッジ 長野県諏訪郡富士見町境12067-548 0266-78-8233

P18 67 1DAYマインドフルネス
リトリート 富士見高原ハイジ・ロッジ 長野県諏訪郡富士見町境12067-548 0266-78-8233

P18 68 ニジマスつかみ取り体験 フィッシングエリア やま里 山梨県北杜市小淵沢町3866 0551-36-2830…

P18 69 パーソナル・トレーニング ペンションペパーミントハウス 長野県諏訪郡原村17217-1349 0266-74-2022

P18 70 プライベートヴィンヤードヨガ Komaki Vineyard 山梨県北杜市小淵沢町8033-1 0551-36-5188

P19 71 レンタル E-BIKE 八ヶ岳自然文化園 長野県諏訪郡原村17217-1613 0266-74-2681

P19 72 アルパカとのふれあい 八ヶ岳アルパカ牧場 長野県諏訪郡富士見町落合13505-1 080-5140-2794

P19 73 キッズ体験乗馬コース 八ヶ岳ロングライディング 山梨県北杜市小淵沢町10265 0551-45-9853

P19 74 体験乗馬コース 八ヶ岳ロングライディング 山梨県北杜市小淵沢町10265 0551-45-9853

体 験プログラム一 覧
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八ヶ岳をもっと楽しみたい方は、

ペンションに
泊まろう！

原村には約60軒の宿泊施設があり、その多くは
ペンション村にあります。個性豊かなオーナーに
よる、アットホームで気軽に泊まれる小さなお
宿。クラフトなどの体験があるペンションもありま
す。ぜひご宿泊いただき、八ヶ岳の美しい星空も
お楽しみください。

日帰りするのは
もったいない！

ペンション・その他宿泊施設について
詳しくは原村観光連盟へご連絡ください。
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▶ 所要時間…新宿より約2時間30分／名古屋より約2時間30分／大阪より約4時間30分
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▶ 所要時間…新宿駅より特急：約2時間／名古屋駅より特急：約2時間30分／
 新大阪駅より特急：約3時間30分

電車をご利用の場合

新宿駅
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塩尻

お問合わせ 

原村観光連盟

TEL・FAX ： 0266-79-7072
URL ： https://www.haramura.com/
〒 391-0192 長野県諏訪郡原村 6549-1
原村観光案内所  TEL： 0266-74-2501
原村商工観光課 TEL： 0266-79-7929 


